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医学科 5年の海外臨床実習に参加させて頂いた遠藤桜子と申します。1ヵ月という限られ

た期間でしたが、数多くの貴重な経験を積み大変充実した時間を過ごすことが出来ました。

知識も経験も乏しい状態で現地に飛び込んだ私を温かく迎え、色々と学ぶ機会を下さった

現地の先生方、ご支援いただいた医学部後援会、俱進会、学務の方々、そして日本で応援し

てくれた家族に心から感謝しています。この報告書では、志望動機、病院での実習や現地で

の生活、実習の成果と今後の抱負について報告させて頂きます。 

今回私は、パリにあるデカルト大学(パリ第五大学)の関連病院である Curie Institute の

oncology departmentで 1ヵ月間、現地の医学生と一緒に病院実習に参加しました。この病院

は 1909年にMarie Curieによって創設された、癌の治療および研究に特化した病院兼研究所

で、扱う症例全体の 6 割は乳癌です。Breast medical oncologyを専門に外来や研究を行って

いる Prof. Jean-Yves Piergaに受け入れていただき実習を行いました。 

腫瘍内科として日本からの学生を受け入れるのは今年が初めてで、カリキュラムやスケ

ジュールが定まっておらず、初めは戸惑いました。初日に、”You can do whatever you like ,see 

whatever you want”と親切に突き放されたときは先行きが不安になりましたが、こちらから

具体的に何をしたいと求めれば、親切に対応してくれました。異国の地で、自分一人で交渉

し主体的に学ぶことが出来、非常に良い経験となりました。 

 

(1) 志望動機、目的 

私は将来乳癌の治療に関わりたいと思っています。デカルト大学側から救急科、産婦人科、

消化器内科、腫瘍内科等で実習生を受け入れると伝えられ、腫瘍内科での実習を希望しまし

た。フランスは乳癌の罹患率が高く(フランス:女性 9人に 1人、日本:女性 11人に 1人)、外

科と内科の専門分業が進んでいると聞いていたので、その実態を学びたいというのが主な

志望理由です。また乳癌の手術や放射線治療も見学したいと考えていました。 

実習の目的としては、フランスの乳がん治療と oncology の実態理解を深めること、言語や

文化が異なる環境で医療の実際を学ぶこと、外国の医師、医学生と交流しフランスと日本の

医学教育の違いについて知ること、の 3点です。 

 

(2) 実習内容、現地での生活、過ごし方 

実習中の 1 日の流れですが、まず朝 9時のミーティングから始まります。これには腫瘍内

科の医師、看護師、腫瘍内科で実習中のデカルト大学 6年生、留学生が出席します。病棟に

入院中の患者さんについて夜間に起きたことの申し送りが仏語で行われます。そして 10時



前後から業務が開始されます。病棟業務、外来等ありますが、患者さんの多くは英語を話せ

ないため、私は intern や extern など若手の医師に適宜英訳してもらいながら病棟業務を見

学、実際に診察させてもらうか、臓器別の oncology 専門外来を見学しました。また、Curie 

Instituteで行われている臨床研究に関する会議や基礎研究のラボ見学、実習期間の後半には

オペや放射線治療を見学する機会も得られました。 

住まいはインターネットで見つけたパリの左岸にある Foyer le Pontという寮で、同じ期間に

産婦人科で実習をしていた中安さんと生活していました。立地、安全面、設備など、とても

充実した環境で安心して 1ヵ月間過ごすことが出来ました。 

 

(3) 成果、今後の抱負 

① フランスの乳がん治療における oncologyの実態理解を深めること 

基本的な治療方針はヨーロッパ癌治療学会(EMCO)のガイドラインに沿っており、病棟や外

来で行われている医療自体は日本と大きな違いは見られません。Curie Institute のがん治療

は 2つの点において専門分化が進んでいるといえます。1つ目は、medical oncologistは各々

専門分野を持ち診療に当たっているという点です。これにより、外来での時間的なゆとりが

生まれていると感じました。抗がん剤投与を望まない患者、新規の臨床治験に参加を希望す

る患者など、個々のケースに応じて丁寧に対応しているようです。実際 Curie Institute では

5 人 1 人が臨床試験の対象となっているのは驚くべき点です。2 つ目は、Medical oncologist

と surgical oncologist の分業が進んでおり抗がん剤の処方は全て medical oncologist によって

行われるという点です。この分業により外科医の勤務体制は日本ほど過酷ではなく、働きや

すい環境でライフイベントと外科医のキャリアを両立させているロールモデルも数多く見

られました。実際、フランスでは医師の 6割、外科医でも 5割が女性で、結婚や出産を経て

もキャリアを積み重ね続けることが当然という価値観が根付いていると感じました。しか

しこうした分業は、十分な数の medical oncologist がいること、症例数が多い病院であるこ

と、内科医、外科医、放射線科医、病理医による綿密なカンファレンスが行われることによ

って可能になります。また、癌腫により外科と内科の分業に向いているものとそうでないも

のがあり、乳癌治療はこうした分業に向いていると、Pro.Pierga をはじめ現地の医師は言っ

ていました。 

② 言語や文化が異なる環境で医療の実際を学ぶこと 

 患者さんとの接し方には文化による違いを感じました。外来も病棟でも、診療は握手と自

己紹介で始まります。医師のみならずその部屋にいる全ての人が患者さんとその家族と握

手をします。また、診察中は患者さんと向き合い、しっかりと目を見つめて話を聞きます。

カルテは診察が全て終わったあと、録音の機械に音声で吹き込み、専用のタイピストがタイ

プします。コミュニケーションや文化の違いが医療においても表れているので単純に良し

悪しを議論は出来ませんが、真摯に向き合う姿勢を感じ個人的には良いなと思いました。一

方で、日本の徹底された清潔操作や、作業の丁寧さは素晴らしいと感じました。改めて日本



の医療の良い面も認識することが出来たのは大きな収穫でした。 

③ 外国の医師、医学生と交流しフランスと日本の医学教育の違いについて知ること 

 診察やオペの合間に医師や学生と話す機会も多く、医学教育や医師事情について知るこ

とが出来ました。医学教育についてですが、フランスでは 4－6年生で病棟実習を行います。

この期間は診療や処方を行う権利と責任も生じるため、日本における研修医と学生の中間

的存在といえます。卒業と同時に専攻の科を決め、5年間の internを行います。科の選択は

最終学年の国家試験の順位により順位が付きそれによって決まるため相当競争が激しく実

習中も皆必死に勉強していました。 

 

(4) 終わりに 

腫瘍内科は扱う臓器が多いので、特に自分がどの分野に興味があるのか考えておくと 1 か

月の実習がより充実したものになると思います。現地の病院での会話やカンファレンスは

全て仏語で行われるため、適宜英語が出来る学生や医師に説明をしてもらいながら実習に

取り組んでいました。仏語訛りの英語が聞き取りにくく始めのうちは苦戦しましたが徐々

に慣れていきました。英語での説明が頼みの綱になるため、日常会話、医学英語の勉強は長

期的なスパンで行っていたほうがよいと思っています。 

 

Introduction 

I took part in the clinical clerkship at Curie Institute, located in Paris from March 4th to March 29th. 

I belonged to the oncology department under Prof. Jean-Yves Pierga. The main reason of apply was 

that I'm eager to see the medical practice and medical education in other countries. Also, through this 

opportunity, I wished to know the differences of the medical education between France and Japan.  I 

selected Curie Institute department of oncology as the place where I do the clinical clerkship for the 

following reasons: I'd like to be engaged in the therapy of breast cancer as a future career and it is 

reported that France has more cases of breast cancer than Asian countries. The department of oncology 

is very common in European countries, so I suppose I’ll be able to know many careers about breast 

cancer. 

  

My schedule of clinical clerkship 

Since this was the first time that Curie Institute accepted foreign students, the schedule was not fixed. 

So I negotiated with Prof. Jean-Yves Pierga who accepted me as intern this time on the first day of my 

rotation. I mainly spent time in the ward shadowing after intern and the local medical student (they 

are called as extern) or I saw the consultation of the medical oncologist. There were some lectures 

about various fields of oncology and I attended some of them. 

The detail is as below:  

9am: transmission (morning conference) 



10am: observation of ward or consultation 

2pm: lecture 

6pm: conference 

 

Outcome of this clerkship 

This was the first experience to visit overseas hospitals and do clinical rotations, so at first, I had a 

little difficulty to get into the new environment and to understand the English spoken by French accent.  

And most patients who come to the hospital speak only French, so almost all the conversations in the 

hospital (during examination, consultation, and conference) were done by French. But some of the 

students or doctors kindly translated into English what they were doing or discussing at the time. 

Thanks to their kind help, I somehow managed to catch up with what was going on there. I’m going 

to write what I learned this time in two categories. 

 

1. Actual practice of oncology in France (More advanced specialization) 

In Curie Institute, specializations of doctors more advances in two points. One is that oncologists 

usually choose their organ specialization after their training as intern. So, it seems that they have more 

time to talk with their patients in consultation and they have time to organize laboratory or do some 

research as well. The other one is that chemotherapy is usually done by the medical oncologists. 

Surgeons do not have the rights to prescribe chemo drugs. The regimen of chemotherapy is getting 

more and more complicated, so I began to think that the advanced specialization makes sense in some 

points especially for medical treatment. Actually, Curie Institute is very active in research and one in 

five patients are getting involved in the clinical research. 

 

2. Medical education system 

In France, the medical education system is different from that of ours. They have 6 years in medical 

school (this is same as Japan) and they do clinical rotation from 4th year to 6th year. In this clinical 

rotation, the medical students have the rights to prescribe medicine and do some basic examination as 

well. Also, they are given some salary for their medical acts. I think this rotation is as intermediate 

between residents and students in Japan. At the end of the 6th year, the medical students decide which 

specialty they choose depending on their grades. I appreciate the system which allows us to choose 

our specialty as we like. 
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パリ・デカルト大学の紹介 

この度、パリ・デカルト大学の海外臨床実習プログラムに参加させていただきました。パ

リ市内中心部の 6 区に位置するデカルト大学は、1150 年頃に設立されたヨーロッパで２番

目に古いパリ大学の大学群（現在は第 13大学で編制）に含まれており、第 5大学という別

名を持ちます。デカルト大学では医学の他、歯学、薬学、生物学、心理学、言語学などいく

つもの専門分野に分かれています。なお、パリ大学の医学部は、デカルト大学の他第 6（ピ

エールとマリ・キュリー）、第 7（ディドロ）、第 11、第 12、第 13大学にもあります。フラ

ンスの医学部は全て公立であり、基本 1年次は誰でも入学出来ますが、本格的に医学を学ぶ

ためには 2年次への進級試験に合格しなければならず、進級率十数%（約 300名）ほどの狭

き門となっています。卒業後は各自の学業成績に応じて選択した診療科に進むため、学生の

病棟実習も実践重視となっており、現地学生は院内で日本の初期研修医のような役割を果

たします。 

実習先の病院 

私は将来産婦人科に進みたいと考えているため、実習先として Hôpital Européen Georges-

Pompidou（HEGP）の Service de Chirurgie Cancérologique Gynécologique et du Sein（婦人科腫

瘍と乳腺の外科）でお世話になりました。フランスの婦人科は、乳腺も含むのが特徴であり、

これはヨーロッパ内でも珍しいことでした。加えて、婦人科のみならず産科も経験したいと

思ったので、現地到着後に直接お願いをし、Necker Enfants Malades 病院という世界最古の

小児病院の産科でも実習する機会をいただきました。これら病院は、計 37病院で構成され

ているパリ市及び周辺地方をカバーする公立病院群、パリ公立病院連合（AP-HP）に含まれ

ています。 

HEGP の婦人科実習 

HEGP の婦人科は計 11 名の産婦人科医（専門領域は婦人科・乳腺腫瘍の外科で、内 2 名

は教授）と 5名のインターン（日本の後期研修医とほぼ同義）で構成されており、加えて学

生 10名ほどが 3ヶ月ごとのローテーションで実習を行っていました。症例は、教授の専門

分野である卵巣腫瘍と、乳腺が多い印象でした。手術は毎日朝 8時から夜 18時まで行われ

ており、ある一日を例として挙げると、午前は乳房切除術と乳房再建（形成外科ではなく、

婦人科領域に含む）、午後は卵巣膿腫に対する腹腔鏡下付属器切除術と子宮筋腫の開腹子宮

全摘術、の計 4件のような形です。長時間かかるような手術を除けば術野には先生、インタ

ーン、学生と 3名しか基本いないため、学生も重要な戦力となります。手術前は尿カテーテ

ルを入れて手術器具の準備を行ない、術中は（雇用コストの観点から）機械出しを行う看護



師がいないためその手伝いを行い、また止血するために電気メスも使いました。最後は閉創

の一部も任せてもらえるので、かなり実践的なトレーニングを受けることが出来ました。手

術以外にも外来（コンサルテーションと言います）の見学も行ないました。外来には初診、

術後フォロー、セカンドオピニオンなど様々な患者を診ましたが、現地の先生が実践してい

た、患者としっかり向き合い、良好な信頼関係を構築するコミュニケーションの取り方はぜ

ひ将来参考にしたいと思いました。そして、外来で何より驚いたのは、膨大な量の書類を抱

えて入って来る患者の姿です。診察記事は電子カルテ上に記録されますが、各種検査、画像、

処方箋は全て紙媒体で、患者自身が管理します。書類の山から必要なものを探すのに時間が

かかる、整理整頓が出来ておらず必要書類を紛失し外来が中止になる、などハプニングも起

こりやすいですが、その裏腹に患者が自身の身体状態について把握し、主体的に治療に関わ

れるという利点になり得ると次第に気付きました。 

Necker Hospitalの産科実習 

産科実習では通常分娩の立ち会い、帝王切開（双生児症例が多く、機械出しを行いました）、

人工妊娠中絶などを経験し、また現地学生が担当している産科救急の初診に一緒に参加し

ました。病棟は助産師によって管理されており、助産師は診察、処方、分娩（縫合含む）、

産後ケアまで全て行います。よって、通常分娩の場合は助産師のみで対応し、全身状態の把

握が必要な合併妊娠や帝王切開の時に産科医が呼ばれていました。なお、フランスでは無痛

分娩が主流であり、私が経験したのは全て無痛で行われていました。また、出産・産後・子

育てに関する各種制度が充実しているため産むハードルは低く、出生率も先進国の中では

高いことでも有名です。フランス特有の取り組みは産後の骨盤低筋ケアで、将来的な尿漏れ、

子宮脱などを防ぐために処方されるリハビリです。幸いなことに、様々なご縁が重なって日

本でも少しずつ話題となっている「ガスケアプローチ」のクラスを今回現地で経験する機会

をいただきました。予防の重要性が認識され、保険でこのようなケアがカバーされているの

は素晴らしいと思い、日本でもいつか導入出来ればと考えています。 

まとめ 

数多くの方との出会いと優しさによって、一生残るような経験となりました。言語面の壁

は高く、初歩的なフランス語しかわからないため苦労も色々とありましたが、非言語的な部

分から得るものも多く、少しずつ理解出来ることが増えて、大変充実した実習が過ごせまし

た。そして、フランスでの１ヶ月の生活の中では、日本の利便性や清潔感に普段慣れている

ためか、自分の持つ感覚との相違を感じ、不便さや疑問に思うことも多々ありました。しか

し、肩の力が抜けていて、自立し自由に生きるフランス人の姿から、本質とは何か、本当に

必要で大切なことは何か、自分の価値観を考え直すきっかけにもなりました。これからもこ

の経験を糧に、常に視野と世界は広く、良き医師になれるように日々精進したいと思います。

最後になりましたが、医学部同窓会倶進会、医学部後援会、そして本学関係者の皆様方に今

回の実習をご支援いただき、大変感謝しております。ありがとうございました。 

 



I had the opportunity to study abroad for one month at Paris Descartes University for a clinical 

clerkship program. Located in the 6th arrondissement in the heart of Paris, it is one of the 13 

universities split in 1970 from University of Paris, founded around 1150 and the second oldest 

university in Europe. It can be also called Paris V (5), and besides from medicine, there are other 

medical sciences (dental medicine, pharmacy, psychology) as well as fields such as biomedical 

sciences, social sciences, law, computer science, and economics. Faculty of medicine is included not 

only at Descartes but also in Paris 6 (Pierre and Marie Curie), 7 (Diderot), 11, 12, and 13. In France, 

medicine is only in public universities, and those who wish can be admitted to the first year with 

almost no selection. However, in order to pursue medicine in the second year and beyond, there is an 

exam, which has a low passing rate of about 10% and about 300 students pass. After completing the 

total of 6 years, the students move on to internships for the specialty of their choice; therefore, clinical 

rotations during their student years are practiced-based (almost equivalent to junior residents in Japan) 

so that they can start working seamlessly when they become interns.  

 

Since I would like to pursue the field of obstetrics and gynecology in the future, I chose Service de 

Chirurgie Cancérologique Gynécologique et du Sein (Surgical Gynecology and Breast Cancer) at 

Hôpital Européen Georges-Pompidou（HEGP）. Surprisingly, breast cancer is included in the field of 

gynecology in France, which is rare even in Europe. Since I also wanted to study obstetrics, I went to 

Necker Enfants Malades Hospital after my arrival in Paris to ask for permission, and they were more 

than kind to take me in for part of the clerkship. Necker Hospital is famous, in that it is the oldest 

pediatric hospital in the world. Both HEGP and Necker Hospital are part of Assistance publique – 

Hôpitaux de Paris (AP-HP), which is a university hospital trust made up of 37 hospitals in Paris and 

its surrounding areas. 

 

The department at HEGP consists of 11 obstetrics & gynecology doctors (with subspecialty in surgical 

gynecology and breast cancer, 2 of whom are professors), 5 interns (similar to senior residents in 

Japan), and about 10 students called externs who rotate every 3 months. Ovarian tumors were common 

since this was the specialty of the professor, and there were many cases of breast cancer as well. 

Surgeries were scheduled everyday from 8 AM to 6 PM, and an example of a typical day would be: 

total mastectomy, breast construction (which is in gynecology, not plastic surgery) in the morning, 

then in the afternoon laparoscopic appendectomy for ovarian cyst, open total hysterectomy for uterine 

myoma. Externs play an important role in the operation room, since they are excepted to fully 

participate in the surgery by making preparations beforehand (such as putting in urine catheters), 

helping hand out surgical equipment during surgery (although this is usually done by an operation 

nurse, I was told that it is the student’s work because it costs less for the hospital…!), and closure of 

skin incisions. Other than surgery, I observed the outpatient service called consultations in France. 



What was most surprising at first was seeing patients come in with an armful of papers- of the various 

tests, images, and prescriptions they have received from doctors over the years. Although medical 

records at the hospital were electronic, paperwork was done manually and patients kept track of their 

own records. It is true it lacked efficiency and neatness, but from another angle it encouraged active 

participation and understanding from the patients in their own body and treatment. 

 

During my time at Necker Hospital, I took part in epidural births (which is very common in France), 

caesarian sections, abortions, and I also had the chance to examine firsthand some patients who came 

to the emergency obstetrics. Midwives play a huge role in a French hospital, mainly managing the 

obstetrics ward. Follow up of normal pregnancies and births (including sutures) are the job of 

midwives, as well as examinations, prescriptions, and afterbirth care; obstetricians are only called 

when there are complications or for caesarians. In addition, I found a few unique points during 

postpartum care which I would like to share. Adding on to the list of roles which midwives have, 

mothers who return home from birth can have up to three free home visits by their midwife, who check 

wounds, assist with breast-feeding, and answer any questions they have. They also have postpartum 

perineum care, which is rehabilitation to strengthen the pelvic floor and prevent women from suffering 

conditions such as urinary incontinence and uterine prolapse in the future. To look in the long run and 

take action for prevention is not easy, so I respect how the French have this covered by insurance, and 

I hope that one day it will be incorporated in Japan as well.  

 

I have met, touched upon the kindness of many individuals during my stay, and had the experience of 

a lifetime. The language barrier was high, and because I only speak basic French there were difficulties 

in communication using English. However, my French skills improved over time, and I enjoyed each 

and every day which brought new findings. From the metro which constantly delays or stops, to the 

not so clean streets, my stay in Paris was different in many ways from what I was used to back home. 

But the people of France, with their freedom, independence, and laid-back style have made me 

question myself, “what do I value, what is most important to me in life?”; and I truly appreciate how 

it has widened my perspectives. In the future, I hope to take what I learned in France, stay open-

minded, and continue to strive to become the doctor I wish to be. Last but not least, I would like to 

express my sincere gratitude to the support I was given- to Gushinkai, Koenkai, and all the persons 

concerned at the university who made this experience possible. Merci beaucoup! 

 


